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1.  はじめに 
 
 コンクリートの劣化現象の一つに硫酸塩による膨張

破壊が知られている。石こう鉱床や，砂漠のように乾

燥により硫酸塩が濃縮される地域がある欧米や中東で

は，硫酸塩劣化は深刻な問題である1,2)。このような環

境がない我が国では硫酸塩劣化の報告は限られ1)，石炭

採掘後のぼた山や沖積世，新第三紀の海成粘土層の造

成地において，硫化鉄が酸化して生成した硫酸塩によ

る事例が報告されているのみである3)。最近，海成粘土

層に起因する事例がさらに報告され4)，また，新たに地

盤改良用の薬液注入材による洞道の劣化事例も報告さ

れており5)，国内でも増加の傾向がみられる。 
 耐硫酸塩性を高める混和材料を開発し，コンクリー

トに適用してその性能を確認したので報告する。この

コンクリートは通常のレディーミクストコンクリート

工場（生コン工場）での製造や，従来の工法による施

工が可能である見通しを得た。 
 

2.  硫酸塩によるコンクリートの劣化 
 
2.1  硫酸塩による劣化と硫酸による劣化の相違 
硫酸塩によるコンクリートの劣化現象と硫酸による

劣化現象は語句が酷似している。混乱を防ぐためそれ

ぞれの劣化機構について整理する。硫酸塩は，硫酸を

中和してできる塩である。硫酸ナトリウムが代表例で

あり，その水溶液は中性である。硫酸ナトリウムの水

溶液がコンクリートに接するとナトリウムイオンや硫

酸イオンが次第にコンクリートに侵入し，膨張性の鉱

物などを生成することによりコンクリートを破壊する。

一方，硫酸は強酸である。コンクリートと接すると表

面からセメント水和物を溶解し，骨材の剥落などを伴

いながらコンクリートの断面を減少させていく。 
硫酸による劣化を防ぐためには，セメント水和物の

溶解を抑制する必要がある。この目的のため，別途，

耐硫酸コンクリートを開発し，本号でも報告した6)。 
2.2  硫酸ナトリウムの生成による場合 
硫酸塩による劣化機構は 2 つに大別できる。一つは

代表的な成分である硫酸ナトリウムの析出による。硫

酸ナトリウムは環境に応じ，10 水塩（Na2SO4
.10H2O；

ミラビライト）または無水塩（Na2SO2；テナルダイ

ト）として析出する。10 水塩の生成は大きな膨張圧を

発生するため，コンクリート用骨材の安定性試験（JIS 

A 1122）にも利用されている。コンクリート中で 10 水

塩が短期間に多量に生成するとコンクリートが膨張破

壊するが，これには急激な温度変化が必要である7)。こ

のため一般的な構造物における深刻な劣化の進行は次

節に示す化学的な作用が関与していると理解される。 

2.3  エトリンガイトの生成による場合 
他方の機構は硫酸塩とセメント水和生成物の反応に

よるものである。予め高濃度の硫酸塩がコンクリート

に存在している場合も原因となるが，ここでは外部か

ら侵入する場合を対象とする。この場合，我が国では

エトリンガイトの生成による劣化が良く知られている。

また海外では，近年，ソーマサイトの生成による劣化

が問題になっている。ソーマサイトは，硫酸塩，炭酸

塩，水分が供給される 15℃以下の低温環境で，C-S-H
（CaO-SiO2-H2O系水和物：けい酸カルシウム水和物）

を消費して生成する。C-S-Hは水和組織を構成する主要

な水和物であるため，ソーマサイトに変化すると水和

組織が「マッシュ(mash)状」と呼ばれる脆いものにな

り，強度などが著しく低下する8)。国内では報告例がな

く，また，発生の可能性も低いものと推定されている8)。
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このため，ここでは劣化原因としてエトリンガイトの

生成を中心に検討をすすめる。 

通常のセメント硬化体ではCaO-Al2O3-H2O系の水和物

（C-A-H）やモノサルフェート（AFm；組成例 3CaO. 

Al2O3
.CaSO4

.12H2O）が生成している。硫酸塩が侵入す

るとC-A-HやAFmは水和物であるCa(OH)2などとともに

エトリンガイト（AFt；組成例 3CaO.Al2O3
.3CaSO4

. 

32H2O）に変化する。AFtの生成時期を制御することで

強度を高めたり，収縮を低減することが可能であるが，

硬化が十分に進行した後の過剰な生成はコンクリート

の膨張破壊を起こす9)。微視的には，破壊に至るまでに

空隙の充てんによる弾性率や微小硬さの増加や，膨張

力の伝播による硫酸塩の侵入範囲より深部での欠陥の

発生などが生じ10,11)，その劣化機構は単純ではない。

一方，巨視的には硬化後のAFtの増加量とコンクリート

の膨張率に相関性があることが示されている12)。すな

わち，硬化後のAFtの生成を抑制することが，耐硫酸塩

性を向上させる上で重要である。 

 

3.  開発したコンクリートの耐硫酸塩性 
 
3.1  材料設計の考え方 
耐硫酸塩性を高めるには，硬化後のAFtの生成を抑制

するために，予めAFtを生成させて必要な成分を消費し

ておくこと，AFtに必要な成分の含有量を減らしておく

ことが挙げられる。前者の例として，石こうなどを用

いて適当量の硫酸塩を加え，AFtの生成を促す方法が考

案されている13)。また，石灰石微粉末を添加すると炭

酸塩を有するAFm関連化合物（モノカーボネートやヘ

ミカーボネート）が生成し，AFtの生成量が増加する14)。

後者の例としてC-A-HやAFmの生成を減らすために

3CaO.Al2O3の含有率を 4%以下に制限した耐硫酸塩セメ

ントが規格化されている15)。また，フライアッシュを

添加するとCa(OH)2の生成量が減少し，AFtの生成に抑

制効果があることが報告されている14)。 

 ここでは耐硫酸塩性の向上に効果がある，石こう，

石灰石微粉末，フライアッシュを主成分とする混和材

料を開発した。 
なお，取り扱いに特別な配慮が不要で，通常の工場

から出荷でき，従来の工法で施工できることも開発目

標の一つとした。 
3.2  使用材料と配合 
 硫酸塩溶液への浸せき試験を行い，開発した耐硫酸

塩混和材を用いたコンクリートの耐硫酸塩性を確認し

た。使用材料，耐硫酸塩混和材の特徴を表－１～２に

示し，耐硫酸塩コンクリートの配合例を表－３に示す。

耐硫酸塩混和材の添加により，所定のスランプを保持

したまま，単位水量を小さくすることが可能であった。 
3.3  硫酸塩に対する抵抗性 
耐硫酸塩混和材の効果について ASTM-C1012 により

確認した。砂セメント比：2.75，水セメント比：0.485

のモルタルを用い，圧縮強度が 20MPa を超えたことを

確認した後，2.5×2.5×40cm の角柱供試体を 23℃の

5％の硫酸ナトリウム水溶液に浸せきして長さ変化測定，

外観観察を行った。混和材の置換率はコンクリートの

配合（表－３）と同様に 25%とした。耐硫酸塩性は，

耐硫酸塩セメント（MS）の規格（ASTM-C1157）に準じ，

浸せき期間 25 週間において長さ変化率が 0.1%を超え

ると耐硫酸塩性が欠けると判定した。 
普通セメントだけを用いた供試体では判定基準を超

え，耐硫酸塩性に欠けた。36 週を過ぎるとひび割れや

 
表－１ 開発した耐硫酸塩コンクリートの使用材料 
Table 1 Materials used for the sulfate registance concrete 
材料 銘柄・産地 備 考 

水；W 上水  

セメント；C 普通ポルトランド

セメント 
密度：3.16 g/cm3

混和材；SR 耐硫酸塩混和材 密度：2.44 g/cm3

細骨材；S 静岡県河東産山砂 密度：2.60g/cm3

粗骨材；G 大分県願寺産 
石灰石砕石 

最大寸法：20mm， 
密度：2.70 g/cm3

減水剤；Ad ＡＥ減水剤 リグニン 
スルフォン酸系 

 
表－２ 使用した耐硫酸塩混和材の特徴 

Table 2 Properties of the admixture for improving sulfate registance 
化学組成（％） 粉末度 

(cm2/g) 

密度 

(g/cm3) SiO2 Al2O3 CaO SO3Ig.Loss

2.44 4080 7.22 41.8 18.1 19.9 8.02

 
表－３ 開発した耐硫酸塩コンクリートの配合の例 
Table 3 Mix proportion of the sulfate registance concrete 

単位量(kg/m3) 
配合 

スランプ

(cm) 
空気量 

(%) 
W/C 
(%) 

耐硫酸塩 
混和材置換率

(%) W C SR S G 

参考 
強度レベル 
（呼び強度）

普通コンクリート － 161 310 － 784 1071 

耐硫酸塩コンクリート 
12 4.5 

75 787 1075 
36N/mm2相当 

52 
25 155 224 （材齢 91 日）
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反りが著しく測定できなかった（図－１）。 

耐硫酸塩混和材を適用した供試体では，浸せき期間

が 1 年間を超えても長さ変化は 0.1%を超えていない。

また，ひび割れの発生や供試体の変形なども観察され

ておらず，耐硫酸塩性に優れていた（図－１）。これら

の結果から耐硫酸塩性が高いこと，およびその効果が

長期間にわたり期待できることが明らかとなった。 

 表－３に示すコンクリートを用いて同様の浸せき試

験を行った。試験体はφ10×20cm の円筒形とした。浸

せき 47 週間後の試験体の状況を示す（図－２）。普通

コンクリートでは大きなひび割れが生じていたが，耐

硫酸塩コンクリートに変状は観察されなかった。この

結果から，耐硫酸塩混和材を用いたコンクリートも優

れた耐硫酸塩性を有することが確認できた。 

 

4.  開発したコンクリートのその他の性状 
 
4.1  硬化前の性状 
開発した耐硫酸塩コンクリートは，普通セメントの

一部を耐硫酸塩混和材と置換するだけであり，レディ

ーミクストコンクリート工場での製造が可能である。

また，硬化前のフレッシュ性状が通常のコンクリート

（例えば，表－３の普通コンクリート）と同等ならば

従来の工法で施工することが可能になる。ここではス

ランプの経時変化，ブリーディング率（JIS A 1123），

凝結時間（JIS A 1147）について検討した。 

耐硫酸塩コンクリートの試験開始前のスランプは普

通コンクリートと同様に約 12 cm であった。20℃にお

けるスランプの経時変化は普通コンクリートと類似し

ており，スランプおよびその保持性能に関して普通コ

ンクリートと同様な特性を有していた（図－３）。 

耐硫酸塩コンクリートのブリーディング量は小さく

なる傾向にあり（図－４），望ましい変化を示した。 

 また，凝結時間について，始発時間は若干早くなる傾

向にあったが，終結時間は逆にやや遅くなる傾向にあ

った（図－５）。ただし，これらの相違は実用上有意な

差とはならず，同等の性状を有していると判断した。 

4.2  硬化後の性状 
通常のコンクリートとの性能の相違について，強度

特性と寸法安定性から検討した。表－３に示す耐硫酸

塩コンクリートの圧縮強度の発現性は，普通コンクリ

ートに比べて材齢 28 日程度までは緩やかであったが，

長期の発現性に優れ材齢 91 日では同等の圧縮強度が得

られた（図－６）。 

寸法安定性について，材齢 7 日までの水和初期の自

己収縮量と，その後の自己収縮量と乾燥収縮量の変化

から検討した（図－７）。水和初期には 20℃封緘養生

を行い，それ以降は 20℃-Rh60％の環境で養生した。

なお，ひずみ測定の起点は凝結始発時とした。普通コ

ンクリートは封緘養生中に 70×10-6程度収縮するが，

耐硫酸塩コンクリートは 80×10-6程度膨張した。その

後，試験体を乾燥条件におくと，普通コンクリートは

水和材齢 35 日において約 380×10-6収縮するのに対し，

耐硫酸塩コンクリートは半分以下の 180×10-6程度であ

った。 

硬化後において収縮が小さいことから，ひび割れの

発生が少ないことが期待できる。特に硫酸塩劣化のよ

うにひび割れを介した劣化因子の侵入が懸念される場

合には望ましい性状であると考えられる。また，寸法

安定性が優れることは，補修・補強工事へ適用した場

合に，既設構造物に対して部分的に使用する場合にお

いても既存のコンクリートとの一体化に優れることが

期待できる。 

耐硫酸塩コンクリートは同一のスランプの通常のコ

ンクリートの硬化前後の性状と比較して同様であるこ

とを確認した。このため，特別な工法を要することな

く，従来の工法で施工できると考えられる。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
図－１ モルタル供試体を用いた耐硫酸塩性の確認 
Fig.1 Registance of mortar with Anti-sulfate admixture 

against 5%-sodium sulfate solution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図－２ コンクリートの浸せき試験結果 
Fig.2 Concrete specimens submerged in 5%- sodium sulfate 

solution for 47 weeks 
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Fig.4 Bleeding

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.7 Chang
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－７ 耐硫酸塩コンクリートの寸法安定性 
es in length of concrete with Anti-sulfate admixture
regarding self-desiccation and drying 

図－６ 耐硫酸塩コンクリートの強度発現性 
Fig.6 Strength development of concrete with Anti-sulfate 

admixture compaied in the case of ordinary concrete 

図－５ 耐硫酸塩コンクリートの凝結時間 
Fig.5 Setting time of concrete with Anti-sulfate admixture 

compaied in the case of ordinary concrete 

図－４ 耐硫酸塩コンクリートのブリーディング量 
 amount of concrete with Anti-sulfate admixture

compaied in the case of ordinary concrete 

図－３ 耐硫酸塩コンクリートのスランプの変化 
Fig.3 Changes in slump of concrete with Anti-sulfate admixture

regarding hydration time 

5.  おわりに 
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 耐硫酸塩混和材を開発し，土壌や薬液注入材などに

起因する硫酸塩に抵抗できるコンクリートを得た。硫

酸ナトリウムを用いた浸せき試験により，良好な耐硫

酸塩性を有することを確認した。また，このコンクリ

ートはレディーミクストコンクリート工場での製造や，

従来の工法での施工が可能であると考えている。なお，

コンクリートの供用環境は様々であるため，より厳し

い条件での耐硫酸塩性の確認も行っている。これらの

成果を踏まえ，耐硫酸塩性，製造安定性，施工性につ

いて，実際の構造物などで検証を進める予定である。 

普通コンクリート

耐硫酸塩コンクリート
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